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＜ドットライナー＞　本体がﾀ-DM400、401、405で始まる品番　　　※ワイド（ﾀ-DM400-20）はドットライナーワイドの欄を参照ください。

品番 備考 適用 品番 備考
ﾀ-DM400-08 ﾀ-D400-08

ﾀ-DM400-08N ﾀ-D400-08N

ﾀ-DM400-08X10 ﾀ-D400-08X3

ﾀ-DM400-08NX10 ﾀ-D400-08NX3

ﾀ-DM400N-08 生産終了 ﾀ-D400-08X10

ﾀ-DM400N-08X10 生産終了 ﾀ-D400-08NX10

ﾀ-DM400-08-1R-L1 生産終了 ﾀ-D400-08X12

ﾀ-DM400-08L1 生産終了 ﾀ-D400-08NX12

ﾀ-DM400-08L2 生産終了 ﾀ-D400-08X15

ﾀ-DM400-08L3 生産終了 ﾀ-D400-08NX15

ﾀ-DM400-08L4 生産終了 ﾀ-D400-08X30

ﾀ-DM400-08L5 生産終了 ﾀ-D400-08NX30

ﾀ-DM400-08L6 生産終了 ﾀ-D400N-08 生産終了

ﾀ-DM400-08L7 生産終了 ﾀ-D400N-08X10 生産終了

ﾀ-D400N-08X12 生産終了

ﾀ-D400N-08X3 生産終了

ﾀ-D400-08L2 生産終了

ﾀ-D400-08T 本体ボディ色違い（青→透明）

ﾀ-D400-08NT 本体ボディ色違い（青→透明）

ﾀ-D400-20 テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D400-20N テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D401N-08 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401N-08X10 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08X10 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D405-08 のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D405-08N のり柄違い（ドット→ハート）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

  

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM400-08T ﾀ-D400-08T

ﾀ-DM400-08NT ﾀ-D400-08NT

ﾀ-DM400-08T-S1 ﾀ-D400-08 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-DM400-08NT-S1 ﾀ-D400-08N 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08X3 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08NX3 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08X10 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08NX10 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08X12 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08NX12 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08X15 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08NX15 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08X30 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-08NX30 本体ボディ色違い（透明→青）

ﾀ-D400-20 本体ボディ色違い（透明→青）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D400-20N 本体ボディ色違い（透明→青）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D401N-08 本体ボディ色違い（透明→黄）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08 本体ボディ色違い（透明→黄）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401N-08X10 本体ボディ色違い（透明→黄）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08X10 本体ボディ色違い（透明→黄）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D405-08 本体ボディ色違い（透明→ピンク）・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D405-08N 本体ボディ色違い（透明→ピンク）・のり柄違い（ドット→ハート）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。
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ドットライナー　つめ替えテープ・透明ボディ

（しっかり貼る、8.4mm幅）

〇

△

ドットライナー　本体

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナー　つめ替えテープ

（しっかり貼る、8.4mm幅）

〇

△

ドットライナー　本体・透明ボディ

（しっかり貼る、8.4mm幅）



品番 備考 適用 品番 備考
ﾀ-DM401N-08 ﾀ-D401N-08

ﾀ-DM401-08 ﾀ-D401-08

ﾀ-DM401N-08X10 ﾀ-D401N-08X10

ﾀ-DM401-08X10 ﾀ-D401-08X10

ﾀ-D400-08 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08N 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08X3 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NX3 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08X10 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NX10 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08X12 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NX12 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08X15 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NX15 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08X30 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NX30 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08T 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-08NT 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D400-20 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D400-20N 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D405-08 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D405-08N 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）・のり柄違い（ドット→ハート）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM405-08 ﾀ-D405-08

ﾀ-DM405-08N ﾀ-D405-08N

ﾀ-D400-08 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08N のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08X3 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NX3 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08X10 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NX10 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08X12 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NX12 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08X15 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NX15 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08X30 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NX30 のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08T のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-08NT のり柄違い（ハート→ドット）

ﾀ-D400-20 のり柄違い（ハート→ドット）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D400-20N のり柄違い（ハート→ドット）・テープ幅違い（8.4mm→20mm）

ﾀ-D401N-08 のり柄違い（ハート→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08 のり柄違い（ハート→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401N-08X10 のり柄違い（ハート→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08X10 のり柄違い（ハート→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

△

ドットライナー　本体

（ハート柄のり・しっかり貼る、

　8.4mm幅）

ドットライナー　つめ替えテープ

（ハート柄のり・しっかり貼る、8.4mm幅）

〇

△

ドットライナー　本体

（貼ってはがせる、8.4mm幅）

ドットライナー　つめ替えテープ

（貼ってはがせる、8.4mm幅）

〇
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＜ドットライナーワイド＞　本体がﾀ-DM400-20で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM400-20 ﾀ-D400-20

ﾀ-DM400-20N ﾀ-D400-20N

ﾀ-DM400-20-L1 生産終了 ﾀ-D400-08 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08N テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08X3 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NX3 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08X10 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NX10 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08X12 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NX12 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08X15 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NX15 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08X30 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NX30 テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08T テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D400-08NT テープ幅違い（20mm→8.4mm）

ﾀ-D401N-08 テープ幅違い（20mm→8.4mm）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08 テープ幅違い（20mm→8.4mm）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401N-08X10 テープ幅違い（20mm→8.4mm）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D401-08X10 テープ幅違い（20mm→8.4mm）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D405-08 テープ幅違い（20mm→8.4mm）・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D405-08N テープ幅違い（20mm→8.4mm）・のり柄違い（ドット→ハート）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

＜ドットライナーロング＞　本体がﾀ-DM4400で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4400-10N ﾀ-D4400-10N

ﾀ-DM4400-10 ﾀ-D4400-10

ﾀ-D4400-10NX5

ﾀ-D4400-10X5

ﾀ-D430-10 粘着力違い（しっかり貼る→強力に貼る）・テープ長さ違い（36m→10m）

ﾀ-D430-10N 粘着力違い（しっかり貼る→強力に貼る）・テープ長さ違い（36m→10m）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

＜ドットライナーパワー＞　本体がﾀ-DM430で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM430-10 ﾀ-D430-10

ﾀ-DM430-10N ﾀ-D430-10N

ﾀ-D4400-10N 粘着力違い（強力に貼る→しっかり貼る）・テープ長さ違い（10m→36m）

ﾀ-D4400-10 粘着力違い（強力に貼る→しっかり貼る）・テープ長さ違い（10m→36m）

ﾀ-D4400-10NX5 粘着力違い（強力に貼る→しっかり貼る）・テープ長さ違い（10m→36m）

ﾀ-D4400-10X5 粘着力違い（強力に貼る→しっかり貼る）・テープ長さ違い（10m→36m）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

〇

△

〇

△

ドットライナーロング　本体

（しっかり貼る、10mm幅）

ドットライナーロング　つめ替えテープ

（しっかり貼る、10mm幅）

ドットライナーパワー　本体

（強力貼る、10mm幅）

ドットライナーパワー　つめ替えテープ

（強力に貼る、10mm幅）

〇

△

ドットライナーワイド　本体

（しっかり貼る、20mm幅）

ドットライナーワイド　つめ替えテープ

（しっかり貼る、20mm幅）
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＜ドットライナーコンパクト＞　本体がﾀ-DM4500、4510、4520、4550、4560で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4500-08B ﾀ-D4500-08

ﾀ-DM4500-08NB ﾀ-D4500-08N

ﾀ-DM4500-08M ﾀ-D4500-08X3

ﾀ-DM4500-08S ﾀ-D4510-08 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-DM4500-08X2-1R ﾀ-D4510-08N 粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-DM4500-08L1 生産終了 ﾀ-D4520-08 粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-DM4500-08L2 生産終了 ﾀ-D4520-08N 粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-DM4500-08L3 生産終了 ﾀ-D4550-08 のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-DM4500-08L4 生産終了 ﾀ-D4550-08N のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-DM4500-08L5 生産終了 ﾀ-D4560-08 のり柄違い（ドット→スター）

ﾀ-DM4500-08L6 生産終了 （注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

ﾀ-DM4500-08L7 生産終了

ﾀ-DM4500-08L8 生産終了

ﾀ-DM4500-08L9 生産終了

ﾀ-DM4500-08L10 生産終了

ﾀ-DM4500-08L11 生産終了

ﾀ-DM450-08N 生産終了

ﾀ-DM450-08NL1 生産終了

ﾀ-DM450-08NL2 生産終了

ﾀ-DM450-08NL3 生産終了

ﾀ-DM450-08NL4 生産終了

ﾀ-DM450-08NL5 生産終了

ﾀ-DM450-08NL6 生産終了

ﾀ-DM450-08NL7 生産終了

ﾀ-DM450NX2-1R-E 生産終了

ﾀ-DM450SET2 生産終了

ﾀ-DM450X2-1R-E 生産終了

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4510-08 ﾀ-D4510-08

ﾀ-DM4510-08N ﾀ-D4510-08N

ﾀ-D4500-08 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D4500-08N 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D4500-08X3 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）

ﾀ-D4520-08 粘着力違い（貼ってはがせる→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-D4520-08N 粘着力違い（貼ってはがせる→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-D4550-08 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D4550-08N 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D4560-08 粘着力違い（貼ってはがせる→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→スター）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。
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ドットライナーコンパクト　本体

（貼ってはがせる、8.4mm幅）

ドットライナーコンパクト　つめ替えテープ

（貼ってはがせる、8.4mm幅）

〇

〇

△

△

ドットライナーコンパクト/ジュニア　本体

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナーコンパクト/ジュニア　つめ替えテープ

（しっかり貼る、8.4mm幅）



品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4520-08B ﾀ-D4520-08

ﾀ-DM4520-08NB ﾀ-D4520-08N

ﾀ-DM4520-08P ﾀ-D4500-08 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）

ﾀ-DM4520-08L1 生産終了 ﾀ-D4500-08N 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）

ﾀ-DM4520-08L2 生産終了 ﾀ-D4500-08X3 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）

ﾀ-DM4520-08L3 生産終了 ﾀ-D4510-08 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→貼ってはがせる）

ﾀ-DM4520-08L4 生産終了 ﾀ-D4510-08N 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→貼ってはがせる）

ﾀ-DM4520-08L5 生産終了 ﾀ-D4550-08 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D4550-08N 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→ハート）

ﾀ-D4560-08 粘着力違い（プリント用・あとから貼りつく→しっかり貼る）　・のり柄違い（ドット→スター）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4550-08 ハート柄（小） ﾀ-D4550-08 ハート柄（小）

ﾀ-DM4550-08N ハート柄（大） ﾀ-D4550-08N ハート柄（大）

ﾀ-DM4560-08 スター柄 ﾀ-D4560-08 スター柄

ﾀ-DM4500-08L12 生産終了 ﾀ-D4500-08L12 ハート柄（大）・生産終了

ﾀ-DM4500-08L13 生産終了 ﾀ-D4500-08L13 スター柄・生産終了

ﾀ-DM455-08N 生産終了 ﾀ-D4500-08 のり柄違い（ハート/スター→ドット）

ﾀ-DM456-08N 生産終了 ﾀ-D4500-08N のり柄違い（ハート/スター→ドット）

ﾀ-DM456-08NL1 生産終了 ﾀ-D4500-08X3 のり柄違い（ハート/スター→ドット）

ﾀ-DM456-08NL2 生産終了 ﾀ-D4510-08 のり柄違い（ハート/スター→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-DM456-08NL3 生産終了 ﾀ-D4510-08N のり柄違い（ハート/スター→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D4520-08 のり柄違い（ハート/スター→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-D4520-08N のり柄違い（ハート/スター→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4500-08L14 生産終了 ﾀ-D4500-08L14 のり柄：土星柄　・生産終了

ﾀ-DM4500-08L15 生産終了 ﾀ-D4500-08L15 のり柄：ヒゲ柄・生産終了

ﾀ-DM4500-08L16 生産終了 ﾀ-D4500-08L16 のり柄：うさぎ柄・生産終了

ﾀ-DM4500-08L17 生産終了 ﾀ-D4500-08L17 のり柄・はりねずみ柄・生産終了

ﾀ-DM4500-08L18 生産終了 ﾀ-D4500-08L18 のり柄：りす柄・生産終了

ﾀ-DM4500-08L19 生産終了 ﾀ-D4500-08L19 のり柄：ねこ柄・生産終了

ﾀ-D4500-08 のり柄違い（限定柄のり→ドット）

ﾀ-D4500-08N のり柄違い（限定柄のり→ドット）

ﾀ-D4500-08X3 のり柄違い（限定柄のり→ドット）

ﾀ-D4550-08 のり柄違い（限定柄のり→ハート）

ﾀ-D4550-08N のり柄違い（限定柄のり→ハート）

ﾀ-D4560-08 のり柄違い（限定柄のり→スター）

ﾀ-D4510-08 のり柄違い（限定柄のり→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D4510-08N のり柄違い（限定柄のり→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→貼ってはがせる）

ﾀ-D4520-08 のり柄違い（限定柄のり→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

ﾀ-D4520-08N のり柄違い（限定柄のり→ドット）・粘着力違い（しっかり貼る→プリント用・あとから貼りつく）

（注）△は互換性はありますが仕様が異なります。主な仕様の違いは備考参照ください。

ドットライナーコンパクト　つめ替えテープ

（しっかり貼る・限定柄のり、8.4mm）

〇

△

ドットライナーコンパクト　本体

（プリント用・あとから貼りつく、8.4mm

幅）

ドットライナーコンパクト　つめ替えテープ

（プリント用・あとから貼りつく、8.4mm幅）

ドットライナーコンパクト/キュート　本体

（しっかり貼る・ﾊｰﾄ/ｽﾀｰ　柄のり、

8.4mm幅）

ドットライナーコンパクト/キュート　つめ替えテープ

（しっかり貼る、・ﾊｰﾄ/ｽﾀｰ柄のり　8.4mm）

P.5

〇

△

△

ドットライナーコンパクト　本体

（しっかり貼る・限定柄のり、8.4mm

幅）

〇



＜ドットライナーホールド＞　本体がﾀ-DM4200で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM4200-08N ﾀ-D4200-08N

ﾀ-DM4200-08 ﾀ-D4200-08

ﾀ-D4200-08NX10

ﾀ-D4200-08X10

＜ドットライナーノック＞　本体がﾀ-DM480で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM480-07B ﾀ-D480-07

ﾀ-DM480-07NB ﾀ-D480-07N

ﾀ-DM480-07P

ﾀ-DM480-07NP

ﾀ-DM480-07L1 生産終了

ﾀ-DM480-07L2 生産終了

ﾀ-DM480-07L3 生産終了

＜ドットライナースタンプ＞　本体がﾀ-DM460で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM460-08N ﾀ-D460-08N

ﾀ-DM460-08 ﾀ-D460-08

ﾀ-DM460-08NL1 生産終了

<ドットライナーフィッツ＞　本体がﾀ-DM490で始まる品番

品番 備考 適用 品番 備考

ﾀ-DM490-07B ﾀ-D490-07

ﾀ-DM490-07NB ﾀ-D490-07N

ﾀ-DM490-07P

ﾀ-DM490-07NP

ﾀ-DM490-07L1 生産終了

ﾀ-DM490-07L2 生産終了

ﾀ-DM490-07L3 生産終了

ﾀ-DM490-07L4 生産終了

ﾀ-DM490-07L5 生産終了

ﾀ-DM490-07L6 生産終了

ﾀ-DM490-07L7 生産終了

ﾀ-DM490X3L2 生産終了

P.6

〇

〇

ドットライナーフィッツ　本体

（プリント用・あとから貼りつく、7mm幅）

ドットライナーフィッツ　つめ替えテープ

（プリント用・あとから貼りつく、7mm幅）

〇

ドットライナーホールド　本体

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナーホールド　つめ替えテープ

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナースタンプ　本体

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナースタンプ　つめ替えテープ

（しっかり貼る、8.4mm幅）

ドットライナーノック　本体

（しっかり貼る、7mm幅）

ドットライナーノック　つめ替えテープ

（しっかり貼る、7mm幅）

〇


